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◆日本庭園便り◆ 

 1992年春、完工、開園された日本庭園が時の流れとともに風化し日本庭

園らしさを失いつつあったところ、日系諸団体が協力して2007年から改修

プロジェクトを立ち上げ、12年間にわたってあるべき日本庭園の姿を取り

戻すよう頑張ってきました。中島健氏によるオリジナルデザインを損なわな

いような改修デザインは中井皓允氏に依頼し、これまでに5つの大きなプ

ロジェクトを仕上げてきました。 

 1. 入り口長屋門周辺、海部元首相の揮毫による日本庭園の岩や石畳 

      の舗装路 

 2. 藤棚の建設 

 3. 茶室周辺、茶庭建設 

 4. Fannin St 側に枯山水庭園を建設 

 5. Fannin St 側に冠木門（かぶきもん）を建設 

 そして、この間、日本庭園にふさわしい樹木の植え替えや、特に黒松の

剪定などを毎年繰り返してきました。 

 2月15日から3月6日までと、今年の滞在は長くなりましたが、Japan Team

の顔ぶれは橋本彩（デザイナー）、岩崎博司（庭師、樹木医）、伊藤浩史

（庭師、樹木医）、岩崎大樹（庭師）の諸氏で、その中で特に岩崎博司氏

には長年の功績に対し名誉市民権が与え

られています。 

 始めの2、3日と最後の日を除き、毎日のよ

うに雨模様で、冠木門周辺のコンクリートや

石組み作業がなかなか進められず、最後に

は門の上まですっぽり覆うテントを張って雨

滴を避けました。コンクリートミキサーや石を

切るなど荒々しい作業の音とは別に、土台

を固め、枠板の間にコンクリートを流し入れ、固まるのを待ってモルタルの

粉を撒き、その上に縁石を乗せる段階ではミリ単位の調整をしながら石を

組み合わせていく作業は力と技の結集です。雨が降りだせばカッパを着

て樹木の剪定に向かい、雨がやめばコンクリート作業、と作業スケジュー

ルを調整しながらなんとか予定通りの作業を仕上げることができました。小

石を埋め込んだ洗い出しが綺麗です。 

 園内全体を見回しますと、始めの頃に比べ低木が指示通り低くなり生垣

の上からその向こうにある池の面が、そしてその先の木の橋が見え広々と

した感じがします。ここ数年、日本庭園ならではの剪定のやり方が、当地

のボランティアを含む作業員にもようやく理解されてきたかと感じます。サル

スベリは滝の丘の頂上にまっすぐに伸び、一段下のサルスベリは横に手を

伸ばした形で広がっていますが、随分とその枝を払いました。 

 作業途中、日を追うごとに桜、ツツジ、レッドバッドなどが次々に開き色を

増しましたが、3月後半には藤の花が一斉に咲きそうです。桜はオカメ桜を

20本ほど植えるべく手配しました。形を整えて育ててきた低い黒松を、園内

から冠木門の外側に添えて移植したので、門の風格が上がったように思え

ます。門を挟んでその反対側に、いずれ石碑を建てる予定です。 

 これで、中井先生がデザインされた改修工事は完工となりますが、Japan 

Teamからはいくつかの新しい提案が出されております。また日本庭園を囲

む鉄柵の外側を改造する市の計画もあり、特に日本庭園に近いところは日

本庭園との一体化が求められることを我々は提言しています（例えば、桜

並木）。従って、Hermann Park Conservancyとしては来年以降もJapan Team 

の来訪を期待しています。 

 今年もたくさんの方々のご支援、ご協力をいただきました。この誌上をお

借りして御礼に代えたいと思います。本当に有難うございました。 
 

日本総領事 福島秀夫様ご夫妻 

首席領事  岩崎竜司様 

小風寧様（三井物産）、本多之仁様（住友商

事）、鈴木一様（クラレ）、蛭子毅様（ダイキン

工業）、名川譲様（ANA）、大和充様（三菱重

工業）、武智真二様（日本人会）、Patsy Y 

Brown様（日米協会）、坂下みわ様、朱美イン

クス様、山口浩子様、斎藤明美様、山口貴子

様、吉岡寿子様、松村博夫様、Glen Gondo

様、Donna Cole 様、佐藤暁子様、南貴美子

様 

 

以上 

 

南 邦夫 

Hermann Park Conservancy 、理事 

Japanese Garden Advisory Committee、 Chair 

開園当初に植えられたオカメ桜二本満開 

雨よけのテント張り 

ふじ棚蔓剪定 茶室周り槙の剪定 

水平、高さ、ミリ単位を測りながら 石を切る 雨の日の黒松剪定 

オカメ桜を冠木門内に植える 

ハーマンパーク日本庭園 
改修工事が一段落 
当商工会では、毎年、寄付及び清掃作業ボランティアへの協力により

日本庭園を支援しています。(編集部) 
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平成30（2018-2019）年度 3月度 商工会理事委員会 議事録 

会員限定 
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ビジネスセミナー 《ヒューストン日本商工会・JETRO共催》 
「顧客情報漏えい等のサイバー犯罪に於ける企業損害リスクと対応策」 

 平成31年3月5日（火）に、ヒューストン日本商工会とJETROヒューストンの共催による標記セミナーが開催されました。セミナーは2部構成で、「サイ

バー犯罪入門」の講師はネクストグルーヴ代表の足立照嘉氏、「サイバーリスクと保険」の講師はWillis Towers Watsonの城戸直樹氏がそれぞれ講演

を行いましたので、概要を紹介します。  

－サイバー攻撃に対してはリスクの最小化が重要－ 

 サイバーセキュリティーの専門家であり、サイバー犯罪対策関連書籍の

執筆者としても知られる足立氏は、「サイバー攻撃の問題は起こる前提

で、リスクの最小化と迅速な対応のためには決してIT部門だけの対応に

終わらせず、技術的対応と共に組織的な対応が不可欠です」と呼びかけ

た。 

 冒頭では、2019年2月に顕在化した電動キックスケーターの脆弱性に

関する一件を紹介。「電動キックスケーターをスマホからのリモート操作で

急発進、急停止できることをセキュリティー会社が発見し、メーカーに伝

えたところ、メーカーは『認識していたが、システム開発を外注しているた

め直すことができない』と回答したのです」。この一件が教えてくれたの

は、今や、自社で気を付けていても取引先から容易にリスクが持ち込まれ

得るという点。「最近、サイバー犯罪はビジネスになっています。情報を盗

む側は費用対効果を見込むために、利益を大きくするため、より楽な入り

口を見つけようとしているのです」。近年、企業の業務を停止させてしまう

ほどの大規模なトラブルが頻発している。PCがウィルスに感染することで

ファイルが開かなくなるランサムウエアは、その代表的な手口。仕掛けた

側は感染を解くための身代金（ランサム）を要求してくる。「欧州の某海運

会社は、ランサムウエアの一種である『not petya』を仕掛けられ、4万5000

台のパソコンが感染した。その間、社員は8割の業務を手作業で対応。

トップは身代金支払いには応じなかったものの、IT部門が10日かけてシ

ステムを復旧させた。復旧までの企業損失は数百億円に相当する」。足

立氏は、身代金要求に決して応じてはいけないと強調。「この種の犯罪

はマフィア、テロリスト、麻薬カルテルといった反社会勢力が手がける新

規事業でもある。これらに対して金銭を与えるということは、企業にとって

コンプライアンス面での問題も生じてくる。最近はハッカーが低年齢化し

ている。「中学3年生が作ったランサムウエアのソースコードを見る機会が

あったが、たったの25行でできていた。ファイルを暗号化する方法はイン

ターネット上に掲載されていた。また、動画共有サイトにもサイバー犯罪

の手口が紹介されており、低コスト、低スキルでサイバー犯罪に参入でき

る」。 
 

－欧州の個人情報保護法「GDPR」のアメリカ版が近い将来できる!? － 

 ここで足立氏からクイズが出された。「私の友人であるセキュリティー専

門家は、あるものをスマホから盗めるアプリを開発しました。一体、それは

何を盗めるアプリでしょうか？」。正解は「航空機」。「航空機のシステムに

侵入できるアプリです。侵入に成功すると自動操縦の画面で、飛行機を

乗っ取ることができます。しかし、彼は決してテロリストの仲間というわけで

はなく、航空機会社にコンサルタントして雇ってもらうことを目的に、このア

プリを作ったのです」。このことが証明するのは、サイバー犯罪はデータを

盗み出すだけでなく、現実の世界に対しても直接的なダメージを与えるこ

とができるということ。さらに最近、欧州で最も検索されているワードに

「GDPR」がある。これは欧州経済に加盟している国に適用される個人情

報保護に関する法律で、2019年1月、GoogleがこのGDPRに違反したとし

て5000万ユーロ（約62億円）の制裁金の支払いをフランス当局から命じら

れた。個人情報の利用目

的がユーザーに明確に説

明されなくてはならないと

いう規定を満たしていな

かった点、ユーザーから利

用規約への同意を取る方

法が不適切だったとされる

点が、その違反事由だっ

た。近い将来、アメリカ版

GDPRが登場することが予

測されている。現時点では、個人情報保護違反に対して、アメリカでは制

裁金を課すことができていないのが実情だ。足立氏は最後に、企業が心

がけるべきサイバーリスク管理について次のように締めくくった。「脅威は

日々進化しており、取引先を経由してやってくることも知るべきです。今、

現場や法律上では、サイバー攻撃は起こる前提となっています。そのため

に必要な技術的対応と組織的対応を取ることが重要であり、現在進行形

で変化しているレギュレーションを常に意識すべきです」。 
 

－拡大傾向のサイバーリスク保険 その現状と今後の展望－ 

 続いて「サイバーリスクと保険」という

テーマで、企業としてどのようなリスク

管理対策を保険を通じて行えるかに

ついて、城戸が説明した。まず、「日本

企業から見たサイバーリスクのイメージ

は、サイバー攻撃に遭って個人情報

が漏洩、それに対して賠償金を支払

わなければならなくなる。つまり賠償金

の支払いが企業の損失である。しか

し、企業が直面するのは個人情報漏

えいのリスクだけではありません」と城

戸は警鐘を鳴らした。事業中断による利益損害、問題の原因を究明する

調査費用と復旧費用、企業秘密である知的財産情報の漏えい、物的損

害、身代金、取引先の機械を止めてしまう可能性があるデジタルサプライ

チェーンリスクなど、B to B ビジネスには非常に多くのサイバーリスクが存

在する。また、サイバー事故・保険請求につながる要因の実に66 ％が、

「従業員の過失・内部不正」である。この点について城戸は「職場環境の

整備がリスク軽減に繋がる。アメリカは中途採用が多いこともあり、正しい人

材採用と新人教育、また法令遵守の徹底と継続教育が鍵になってきます」

と語った。 

 サイバーリスク管理に対しては、事故発生を前提として対策を講じるこ

と、経営陣がリスクを認識した上で監視と検証を行うこと、また海外子会社・

支店も含めて全社で管理すること、などが重要と城戸は話した。これらのリ

スクに対して10〜15年前からサイバーリスク保険が売り出されるようになっ

た。サイバーリスク保険には、賠償責任に対する補償、企業情報漏えい賠

償責任、第三者への賠償責任など包括的に賠償責任リスクをカバーし、

調査費用、課徴金補償、事業中断による不稼働損失、財物損害に対する

補償、危機管理のためのPR費用、フォレンジック（犯罪捜査の分析）費

用、復元費用まで含まれる。自社のリスク評価を行うには、保険会社が判

断材料にする次のような項目が参考になる。企業規模、個人情報をどれ

だけ持っているか、保有しているデータをどのように保護し、誰にアクセス

権限を与えているか、定期的なテストの実施、従業員への研修体制、問題

が発生した時にどれだけ素早く探知できる体制が整っているか、災害復旧

計画が作成されているか、過去の事故の発生状況、など。リスク軽減の環

境整備の重要性を強調し、城戸はセミナーを締めくくった。 

（文責： 小川嘉明, Willis Towers Watson） 

［講師］ 

足立照嘉氏 

株式会社ネクストグルーヴ代表。サイバーセキュリティー専門家。2004年千葉大学

大学院電子工学研究室在学中に同社を設立して以降、ニューヨーク、ロンドン、シ

ンガポールを拠点に事業を展開。著書に『サイバー犯罪入門 国もマネーも乗っ取

られる衝撃の現実（幻冬舎刊）』など。 

城戸直樹氏 

大手金融機関保険部門を経て、2003年Willis Towers Watson (WTW)に入社。14 

年、ロンドン本社よりTW NYに異動。サイバーリスク保険を含む損害保険一般に精

通し、現在、米国Japan Global Practice Group のNational Sales Leader。 足立氏と全景 

城戸氏 
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 3月16日、平成30年度 第47回 卒園・卒業・修了証書授与式が補習校オーディトリアムにて執り行われました。

幼稚部55名、小学部48名、中学部12名、高等部10名の皆さんが、この日一つの節目を迎えられ、立野校長先生

より一人ずつ証書を授与されました。来賓の福島総領事からは、多様化する国際社会に対応できる人間となり活

躍して頂きたいとの、祝辞をいただきました。 

 平成の時代が間もなく終わり、今回卒園・卒業する皆さんは文字通り平成最後の卒園・卒業生として、新しいス

テージへチャレンジする事になります。ヒューストン日本語補習校でたくさんの友達と出会い・学び・経験した事

は、この先もかけがえの無い宝物となり、更なる飛躍の糧となる事を願うばかりです。 

 卒園・卒業式に続き、3月に帰任される立野校長先生の退任式も行われました。校長先生は式の中で、花束と

生徒達からのメッセージブックを受け取られ、大変喜んでおられました。3年間のヒューストン日本語補習校でのお

勤め、お疲れ様でした。 

 この度3年間の任期を終え、本帰国することになりました。 

 在職中は、商工会及び運営委員会・PTAの皆様方、とりわけ歴代の商工会会長様、運営委員長様、PTA会長様には補習校運営において

大変お世話になりました。また、入園・入学式、卒園・卒業・修了式、運動会等、大きな行事にはいつもご出席いただきありがとうございまし

た。商工会の皆様には小3の工場見学や宇宙飛行士講演会等、社を挙げてご協力いただいたこと、心よりお礼申し上げます。 

 前任校長より、在籍者数が急増する中で、学級増に対応するためには教員の大量採用が必須であると引

継ぎを受け、安定した学校運営ができるよう心掛けてまいりました。しかしながら、年度末になると次年度の教

員が足りないことが大きな課題となり、胃の痛くなるような日々が続きました。 

 商工会や運営委員会等のご協力もあり、お陰様で一定数の教員採用ができ、きめ細かな指導が可能とな

る少人数の学級編制ができるようになりました。緊張感一杯の中で転居・転入してきた子どもたちにとって、ま

た、米国での生活が長くなり日本語を通してのコミュニケーションにいくらかの不安や苦手意識を感じている

子どもたちにとっても、この少人数の学級は心を落ち着けて学習や学校生活を送る上で大変有効に働いた

のではないかと思っています。 

 子どもたちにとっては「学びたい学校、通いたい学校」、保護者にとっては「学ばせたい学校、通わせたい

学校」、そして教職員にとっては「勤務してよかった」と思える学校を目指して取り組んでまいりました。どこま

で成果を上げることができたかは分かりませんが、上記について集中して取り組む事ができたのは保護者・

運営委員・商工会の皆様及び教職員の力強いご支援のおかげであると感謝しています。 

 今後とも、皆様方及びヒューストン日本語補習校の益々の発展を祈念し、退任の挨拶とさせていただきま

す。3年間にわたり、本当にありがとうございました。                             

校長離任の挨拶 
立野 誠之 
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チーム名 
昨年成績 

チーム母体 
コメント 

住友ダッシュ 
優勝 

 Sumitomo Corporation 
of Americas 

昨年度のエースと四番を含む主力が抜けましたが、若手新戦力を中心に、今年度も元気と結束

力を武器に連覇を目指します。 

JAXAダイナボアーズ 
準優勝 

企業横断チーム 
昨年は決勝戦でサヨナラ負けを喫し、悔しい大会でした。優勝カップ奪還を目指し、マシンガンな

らぬロケット打線(?)でチーム一丸、頑張ります。 

Clear Lake United 
3位 

企業横断チーム 
昨年はチーム創設以来、初の3位入賞となり未だ興奮冷めやらず。新たな戦力も補強でき、メン

バー総動員(今年もシニアがメイン!?)で昨年以上の結果を出すぞ! 

FC JAPAN 
4位 

 企業横断チーム 
一昨年ベスト8、昨年ベスト4、今年こそ優勝します。優勝するために最後まで走り、闘い、貫きま

す。 

三菱 Red Diamonds 
ベスト8 

三菱商事 

昨年は優勝チームに惜しくも敗れベスト8で敗退しましたが、若手・中堅を中心に新戦力を(一部は

半ば強引に)招集したことに加え、ユニフォームも新調(予定)し、例年よりも(少しだけ)練習時間を

増やして、悲願の初優勝を狙います! 

双日パッションズ 
ベスト8 

企業横断チーム 
昨年の決勝トーナメント敗退の悔しさを胸に、前回大会終了後すぐに練習再開し、レベルアップに

励んできました。今年は戦力もアップしましたので、悲願の優勝目指し突き進みます! 

IZAKAYA WA 
ベスト8 

企業横断チーム 
昨年は久しぶりのワイルドカードで決勝トーナメントまで行ったのですが、上位との力の差を感じま

した。今年は技術、体力とも決勝に行けるようなチームを目指します。 

ハリケーンズ 
ベスト8 

企業横断チーム 
去年は久々の決勝トーナメント進出も、1回戦で敗退しましたので、今年はベスト4目指して頑張り

ます。 

三井マリガンズ 
予選リーグ敗退 

三井物産 
毎年の大きな声援は優勝に憂いなし。今年こそこれに応えたい! 
決勝トーナメント復帰、そして優勝をめざしてチームワークでがんばります。 

コメッツ 
予選リーグ敗退 

企業横断チーム 

親離れ子離れが出来ないのはいつの時代も変わりませんが、昨今では子供の活字離れ、東南ア

ジアの台頭による日本離れ等、悩みは尽きる事がありません。そんな中、我がコメッツでも頭を悩

ましているのが肉離れ。相手チームから「肉離れの総合商社」と揶揄され、医療的側面からの対応

を迫られる中、超絶怒涛の元気と気合で今年も乗り切ります。ジャスティス!! 

カネカ 
予選リーグ敗退 

 Kaneka North America 
LLC 

昨年は無念の予選敗退でした。今年は主力メンバーが抜けたものの、練習量は去年より増えてい

るので若さで予選通過、あわよくば優勝も狙ってがんばります。 

アストロズ 
予選リーグ敗退 

企業横断チーム 
実力のメンバー揃うも予選敗退が続いています。今年は主力メンバーが抜けるも予選突破を狙っ

ています。組み合わせ抽選次第かな? 

TOSHIBA 
予選リーグ敗退 

 Toshiba International 
Corporation 

今年はメンバーの帰国で戦力ダウンが否めませんが、野球少年だった柳辺社長を中心に、まず

は1勝を目指したいと思います。 

Rookies 
予選リーグ敗退 

企業横断チーム 
新日鐵住金を母体として他チ―ムを戦力外になったメンバーで構成された結成4年目のチ―ムで

す。昨年初勝利、チーム平均年齢も昨年より10歳若返り更なる飛躍を目指します。 

Roadrunners 
予選リーグ敗退 

 企業横断チーム 
女性・子供枠とシニア枠が充実した、明るく楽しいチームです。多くの新メンバーを加えて、新たな

気持ちで予選リーグ突破を目指します。 

Osaka Takoxans 
予選リーグ敗退 

 大阪ガス 

社是のサービス第一を貫き2年連続勝ち星なし。しかし胸に秘めたガスの炎は未だ消えず。阪神

ドラフト第一位を輩出した大ガス野球部のDNAを受け継ぎ今年こそ悲願の決勝トーナメント進出!! 

もちろん安全第一。 

Meds 
予選リーグ敗退 

メディカル 
メディカルセンターエリアで働く医学系留学者のチームです。チームメンバーの入れ替わりが早い

ですが、新たな戦力を加え決勝トーナメントを目指します。 

KOBELCOセイフティ

1st 

予選リーグ敗退 

コベルコグループ 
企業チーム 

結成3年目の今年は、念願の予選リーグ突破を目指します! 昨年の悔しさを胸に、日々練習に明

け暮れ(?)、当日の勝利を狙ってまいります。どうぞお手柔らかにお願いいたします。 

JXTG オイラーズ 
予選リーグ敗退 

企業横断チーム 
結成1年目の昨年は未勝利に終わりましたが、2年目の今年は「無理をしない」を合言葉にエラー

を削減、悲願の初勝利を目指します! くれぐれもお手柔らかに。 

Hunters 予選リーグ敗退 
 JERA Americas Inc. 

昨年は無念の予選敗退。恒例の本社ドラフト会議を開催するも、大型補強、ルーキー獲得なら

ず。新監督、新キャプテンの下、現有勢力の走攻守を一から鍛え直し、走って、打って、守り勝つ

ソフトボールで優勝目指します。Go Hunters! 

Gastros 
予選リーグ敗退 

東京ガスアメリカ 
昨年は怪我人続出で苦汁をなめたガストロズですが、今年はメンバーも若返り、本番までには過

去最強のチームになっていることでしょう! 万年予選リーガーに黄金時代到来か!? 

 今年の商工会ソフトボール大会(4月21日 於: Houston Sportsplex)もいよいよ開催間近となりまし

た。参加全21チームの意気込みをご紹介します。決戦に向け練習に余念のない“球児”たちの熱

闘に期待しましょう。 
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ルで走っていたらしいし、と一応理由

らしきことを言われたけれど、一人目

の警官はスピードのことなんて言って

いなかったし、実はその日主人が山

中の小さな町に入った途端スピード違

反で止められていたので、スピードと

パトカーには気をつけていたつもり

だった。それなのになぜ、と不安な気

持ちでいると、主人が「もしかして誘拐と疑われてるんじゃないの？」と一

言。確かにそれなら納得だ。だから娘に犬の名前を聞いたりしてさりげな

く家族かどうか確認していたのかも。 

 そんなことを話しているうちに最初の警官が表情も柔らかくなって戻って

きて、「今回はペナルティ無しだよ。何か聞きたいことある？」と言うので、

「特にないけど、この近くのガソリンスタンドを教えてくれますか？」と聞くと

丁寧に教えてくれた。でもそこは道が封鎖されていて入れず、結局別の

ガソリンスタンドを探すことになったのだけれど。 

 車の旅行に限らず、長かったとは言えないアメリカ暮らしの間にも素晴ら

しい景色の数々に出会うことができました。この体験を家族でできたことに

は本当に感謝したいと思います。 

 まもなく別の国に引っ越す私達ですが、私が思い出すのはもしかした

ら、毎日のように犬の散歩で歩いた近所の土手かもしれないと思うので

す。Harveyですっかり形が変わってしまった土手にも徐々に緑が増え、

花が咲き出す様子には自然の力強さを感じました。そして日々違う表情

を見せてくれる景色やリスの姿に飽きることはありませんでした。残り少な

いここでの生活、まだ生きているアルマジロを目撃できていないのが残念

ですが、悔いのないように楽しみたいと思います。 

  2016年、主人は4月に、私と娘は8月にヒューストン生活をスタートしまし

た。 

 日本以外ではヨーロッパでしか暮らしたことがなかった私達にとってのこ

こでの驚きは、ヨーロッパでは車で走っていると、すぐに別の国へと突入す

るのですが、ここでは走っても走ってもなかなかテキサス州を抜け出すこと

のできない程の広大さでした。 

 車での旅行の思い出は色々ありますが、ちょっと忘れることのできない体

験が…。 

 White SandsからCarlsbad へ向かう道中のことです。主人に代わって私が

運転していた時に、ふとバックミラーを見ると、私達の後ろにパトカーが回

転灯を点滅させてついてきていたのです。“何で？何で？”と思いつつ止

まって窓を開けて待っていると、若い警官が怒った顔をしてやってきた。「1

マイルも前から止まれと言っているのになぜ止まらない？」 と言われ、「サ

イレンも鳴らなかったし、ガソリンスタンドを探しながら走っていたから気が

付かなかった。」 と答えると、「サイレン鳴らしたし、子供も何度も後ろを振

り返っていたから気付いていたはずだ。」 と。“え、誰も音を聞いていない

けど”と思いながら戸惑っていると、別のパトカーまで来てしまった。 

 今度の警官は笑顔でやってきて、「元気？」と聞いてきた。「元気だけど

ちょっと混乱している。ガソリンがほぼなくなってしまったから、娘にも頼ん

でガソリンスタンドを探しながら走っていただけなんだけど。」 と言うと、

（わかるよ）といった表情でうなずきながら、娘にも優しく「何歳？」「その犬

の名前は？」などの質問をしてきた。それから、30マイルのところを33マイ

第175回 三宅理恵子 さん 

駐妻のヒューストン日記 

 やり取りがライダーを風の中に導いてくれる。 

 「いくかや会」を紹介するにあたって、2018年12月の定例集会を取り上

げてみよう。Cypressで9時半に集まった時点で気温は華氏55度。ちょっと

寒い。そこから裏道を走り、Navasota経由で目的地のCarlos, TXに11時に

到着する。目的地のレストランの中にはウッドストーブが設置してあり、ライ

ダー達は水を得た魚のごとく、それで皆体を温めた。到着時には気温は

50度以下に下がっていた。 

 CarlosはBryan/College Stationの南東にあり、そこにYankee Tavernとい

うライダー達が集まる場所がある。ここが今回の目的地だ。ハーレーから

スポーツバイクまで多様なバイクがいたるところに停めてある。バーの内

装も外装も全てがバイカー/ライダーの興味を唆るように飾られている。

ビールの宣伝の電飾は数えきれないくらい壁にかけてある。革のツナギを

着てうろうろしている客もいれば、ハーレーのTシャツを着た坊主頭の小

父様達もいる。食事は屋内でも屋外でもできるようになっていて、いわゆ

る「溜まり場」なのである。 

 CarlosのそばにFM3090という農道がある。その道はヒューストンのライ

ダーの中でも有名なコーナーの多い道である。それ故にそこはバイク事

故多発地域でもあり、普段目にしない標識を目にする。そこには「この道

で今年X名のライダーが事故死した」と書かれている。我々はその道に吸

い込まれるかのように入っていった。ライダーの中にはグリップヒーター付

きのバイクで参加したものもい

た。また、電熱ジャケットを着

用していた者もいた。もちろ

ん、ジーパンに革ジャンという

ライダーズファッションで寒さ

を乗り切るライダーもいた。肌

から感じる風はやはり冷たい。

だが、この道が身体の芯から

熱い思いを導き出してくれる。

そんな熱い体験をしてみたい

参加希望者はぜひ八木（713-

392-1092）まで連絡していた

だきたい。  （文責： クマ隊長） 

 

# 23  バイククラブ「いくかや会」   

 どんよりしたテキサス南部の九月のある日。その日の天気予報では降水

確率は50%であった。しかし、四人のライダーがCypressに集まり、そこから

片道2時間かけてFayettevilleまで裏道を走る。ブランチの食事会という口

実で行うバイクツーリングである。「行きはヨイヨイ帰りは怖い」とはよく言っ

たものだ。皆、帰宅路ではずぶ濡れになった。その時、メンバーの一人が

ボソッと言った。「こんな天気でも行くんですね」と。このツーリングの後、こ

んな天気でも「いくかや会」が発足された。2016年のことであった。（いくか

や会はオリジナルメンバーの頭文字を取ったものでもある。） 

 四人の日本人の同志で結成されているこのバイククラブは2018年に息

を 吹 き 返 し、今 で は 月 一 の 予 定 で ツ ー リ ン グ を 行 う。Sugar Land、

Cypress、そして、League Cityからライダー達は集う。しかし、今は一つだ

け以前と違う。それは、雨の日は決行しないことである。 

 集会の目的はバイクに乗ること、ライダーとの交流、そして食事。目的地

はレストランなのだが、ツーリングを通して自分のマシンと向き合い、触れ

合う。マシンのアイドリングからその喜びを感じとり、加速の振動とコミュニ

ケーションをとる。マシンの喜びが私たちの喜びに変わっていく。 

 排気音もマシンとのコミニュケーションである。人間の声が一人一人違う

のと同じで、マシンも一つ一つ排気音が違ってくる。マシンの調子の良い

ときの排気音、そして調子の悪いときの排気音もそれなりに違う。その音

に合わせて右手首でアクセルを開け、左手でクラッチを繋げ、そして左足

でトランスミッションを変えていく。一つ一つの作業で自分達はマシンと一

体化する。 

 排気音とともに目視出来るコミュニケーションがある。速度計とタコメー

ターの針のタンゴダンスだ。タコメーターが左右に踊って、速度計を冷や

かす。するとそれに敏感に反応して速度計も自分の針を上げていく。この

いくかや会 オリジナルメンバー 

左から 伊集院、川添、熊畑、八木 

散歩コースの土手 
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  このページでは医療の最前線でご活躍されているメディカルセンターのドクターにリレー方式でご登場頂き、健康と医療について

お話して頂きます。 

 前回の喜多久美子先生から呼吸器外科がご専門の千場隆先生にバトンが移りました。  

第174回 

イケメン病！？ 

 次回は産婦人科がご専門の横井暁先生です。横井先生のご家族

と私たち家族は、現在同じアパートに住んでいます。子供の小学校

のクラスも一緒で（子供の名前も同じという偶然！）、家族ぐるみで一

緒に遊びにいったり食事をしたり、とても仲良くさせていただいていま

す。横井先生は大変優秀で、たくさんの優れた研究をされていると同

時に、家族もとても大切にされているまさにイケメンな先生です！  

皆様、こんにちは。熊本大学呼吸器外科所属の千場隆と申します。私

は現在、MDアンダーソンがんセンターで乳がんに関する基礎研究に従

事しています。ヒューストンには妻と3人の娘を連れて昨年の8月末にやっ

てきました。日本では呼吸器外科という、主に肺に関係する病気の手術を

行う科で診療を行なっていました。 
 

 さて、イケメン病という病気を耳にしたことがあるでしょうか。発病するとイ

ケメンになってしまう病気？そんな病気なら是非とも一度かかってみたい

ものですが、実はこの名称は、ちゃんとした病名ではありません。自然気

胸という、痩せ型で背の高い10代〜30代の男性に多く発症する肺の病気

のことです。有名人でこの病気になった人を挙げると、俳優の佐藤健さ

ん、「嵐」の相葉雅紀さんなど、イケメンが多いことからこの俗称が生まれた

そうです。私も自然気胸の患者さんを何人も診てきましたが、確かにみな

さん背が高くてすらっとされているので、初めてこのイケメン病という俗称

があることを知ったときには納得致しました。 
 

 みなさんがご存知のように、肺は空気中の酸素を体内に取り込むための

非常に大切な臓器です。よく肺は風船に例えられますが、単純な一つの

風船ではなく、数億個の「肺胞（はいほう）」と呼ばれる小さな風船が集まっ

てできています。気胸とは、そんな肺の一部が破れて、空気が肺の外に

漏れ出てしまう病気です。肺が破れる原因によって、気胸もいくつかの種

類に分けられます。イケメン病こと自然気胸は、肺の表面に「ブラ」と呼ば

れる非常に壁の薄い風船ができて、これが破れることで発症します。ブラ

ができる原因はよくわかっていません。なんらかの肺の病気が原因で起こ

る気胸は、続発性気胸と呼ばれます。ヘビースモーカーに多い肺気腫、

あるいは肺がんや肺線維症といった病気が原因になることが多く、比較的

高齢の方によくみられます。その他、事故等で胸を強く打った際、肋骨が

折れてその一部が肺を傷つけて起こるような気胸は、外傷性気胸といいま

す。 
 

 自然気胸の発症時によくみられるのは、胸の痛み、息苦しさ、咳が止ま

らない、といった症状です。特にきっかけもなく発症し、激しい運動をした

から起こるということでもないようです。症状がごく軽い場合は自然によくな

ることもありますが、多くの場合は何らかの治療が必要となります。自然気

胸の診断は、通常、胸のレントゲン写真を撮影すればすぐに診断できま

す。 

テキサス大学MDアンダーソンがんセンター 
Breast Medical Oncology Postdoctoral Fellow    

千場隆 

 気胸の治療としては、まず局所麻酔をして胸に細い管を通し、胸の中に

溜まった空気を脱気します。その昔「医龍」という漫画／ドラマで、重症の

気胸で命の危険が迫っている（緊張性気胸といいますが、実際に左右両

方の肺から大量の空気が漏れ出ると、胸の中で逃げ場のない空気が心臓

を圧迫して心臓がとまってしまう恐れがあります）患者を助けるために、主

人公が手元にあったボールペンを患者の胸に突き刺して脱気を行う描写

がありましたが、こちらはお話を盛り上げるための演出的要素が強いかと

思います。 
 

 一回の脱気で気胸が治ってしまうこともありますが、しばらく管を留置し

て脱気を続ける必要があることが多いです。また、肺からの空気漏れが続

く場合は手術が必要となります。現在、自然気胸に対する手術は、胸腔

鏡というカメラを用いた手術が一般的になっています。手術の傷が小さく

て済みますので、術後の痛みも少なく、見た目にも手術痕が目立ちにくい

というメリットがあります。 
 

 自然気胸は、実は再発することがあります。自然気胸を発症した人のう

ち3分の1くらいの人が再発し、そのほとんどが発症から1年以内に再発し

ているという報告もあります。前回破れた部分がまた破れたり、新たなブラ

が出現して再発するようですが、その原因はまだよくわかっていません。も

し気胸が起こっている状態で飛行機に乗ると気圧の変化で気胸が悪化し

てしまうため、自然気胸の治療を行なった方で、何らかの症状を自覚して

いる場合は飛行機に乗る前に検査を受けるようお勧めしています。また、

スキューバダイビングは気圧の大きな変化を伴うレジャースポーツであり、

同様の理由により、過去に自然気胸になったことのある方には危険性が

高く、原則許可されていません。 
 

 ちなみに、女性も気胸を発症することがありますが、その頻度は非常に

稀です。女性が気胸を繰り返す場合、その原因として月経随伴性気胸

（月経周期に伴って気胸を繰り返す）、リンパ脈管筋腫症（肺にたくさんの

嚢胞ができる）、あるいはその他の稀な遺伝性疾患を念頭におく必要があ

ります。 
 

 以上、簡単ではありましたが、気胸という病気の概略について説明させ

ていただきました。イケメンの自覚がある方も、そうでない方も、突然胸の

痛みや息苦しさを感じたら、もしからしたらそれはイケメン病＝自然気胸か

もしれません。また、こういった胸痛や胸部不快感は、急性心筋梗塞や大

動脈解離などのより緊急を要する重篤な疾患と共通する症状です。このよ

うな症状を感じた場合は、速やかに医療機関を受診してください。 
 

 色とりどりの花が咲き競う季節となりました。テキサスの花、ブルーボネッ

トも今が見ごろと聞きます。お弁当をもってのブルーボネット名所めぐりを

家族で楽しみにしております。みなさまもどうぞご自愛ください。 
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＜あそぼーかい＞ 

5月10日（金） 10時30分～ 

5月11日（土）   9時30分～ 
 

＜読み聞かせの会＞ 

5 月 3日（金） 10時30分～  

赤ちゃんから未就学のお

子さま対象  

＊変更がある場合もございます。三水会センター

内のポスターやコミュニティーサイト：ヒューストンな

び＜hounavi.us＞でもご確認ください。 

＊スタッフは随時募集中です。ご興味をお持ちの

方やお問い合わせは、次のアドレスまでご連絡く

ださい。お待ちしております。 

あそぼーかい    mama.asobokai@gmail.com 

読み聞かせの会 houstonyomikikase@yahoo.co.jp  

ピーカンキッズ 

今後の開催予定 

―読み聞かせの会― 

 絵本コーナーの一角にある、冊子形式の絵

本を借りられたことはありますか。冊子なので

本自体が薄く、背表紙も読みづらいのでなか

なか手に取る機会がないかもしれません。でも

実は、有名作家や人気シリーズ、季節の絵本

など、掘り出し物でいっぱいなのです。今日は

そのなかでも特に冊数が多い福音館書店の定

期購読シリーズを一部ご紹介したいと思いま

す。 

こどものとも年少版(2-4才)、こどものとも年中

向き(4-5才)、こどものとも(5-6才)、ちいさなかが

くのとも(3-4-5才)、かがくのとも(5-6才)と年齢別

に分かれているので、本選びに迷ったときに参

考にしてみてください。一冊が薄いので、軽く

て持ち帰りやすいのも助かります。 

こどものとも 年少版 「わにわにの おおけが」  小風さち ぶん  山口マオ え 

工作を始めたわにわには、はさみで自分の指を切ってしまいます。痛いはずのシーンなのに、木

版画の味わい深い線のわにわにの表情にはついクスリと笑ってしまいます。わにわにシリーズは、

冊子コーナーに「わにわにとあかわに」、通常の絵本コーナーに「わにわにのおふろ」もあります。 
 

こどものとも 年中向き 「きこりとテーブル トルコの昔話」  八百板洋子 再話  吉實恵 絵 

 働けど働けど暮らしが楽にならないきこりは、湖のほとりに座り思わず大きなため息をついてしまい

ます。その後、お話はまさかの展開に。トルコの文化と食文化も垣間見える一冊です。 
 

こどものとも 「だるまちゃんとにおうちゃん」  加古里子 さく/え 

 だるまちゃんシリーズの8作目。だるまちゃんとにおうちゃんは、昔ながらのぼうおしやいろんなお

すもう、にらめっこなどで遊びます。一緒に読んでから家族で遊んでみてはいかがでしょうか。 
 

ちいさなかがくのとも 「ひとでのたいそう」  越智典子 ぶん  沢田としき え 

 ひとでがまるで人間の手足に見立てたように色々な動きを見せてくれます。できそうにないものも

ありますが、思わず本を放り出して体を動かしたくなりそうです。 
 

かがくのとも 「イワシ」  大片忠明 さく 

 イワシの赤ちゃんが生まれて群れを成し、成長していく過程で自然淘汰されたり捕獲されたりしな

がらも、たくましく生きていく様子がリアリスティックな絵で描写されています。普段口にしているお魚

をより身近に感じることができる一冊です。 
 

 ここにご紹介したのはほんの一部です。ぜひ

お気に入りの一冊を見つけてください。 

生活情報委員会活動紹介 

ピーカンキッズ あそぼーかい 

あそぼーかいは9月から5月（夏休みはお休み）に毎月平日1回、

土曜日1回開催しております。 

内容は子供たちが楽しめるよう日本ならではのパネルシアターや

エプロンシアター、紙しばい、体遊びなどです。 

 あそぼーかいを通してみんなで日本の行事や文化に親しむこと

ができるよう、スタッフ一同願っております。 

活動内容： 毎月1回ボランティアスタッフで集まり、その月の日本の季節や行事に沿った内容のパネルシアターや歌、体遊びのテーマを選びま

す。パネルシアターなどは数人で協力して人、モノなどを動かし、また体遊びはユーチューブなどを見ながらみんなで練習したりと、私たちも楽

しみながら、ミーティングはあっという間に時間が過ぎてしまいます。そして子供たちがたくさん楽しめるよう、飽きない内容になるように、長すぎ

ず、短すぎずなど考えながら決定しております。先月3月ですと、3月3日のおひな祭りにあわせた内容のパネルシアター、歌、そして三水会セ

ンターに飾ってあるおひな様（毎年スタッフで飾り付けしております）とみんなで写真撮影をしたりと、約30分という会の中でいろいろなことを行っ

ております。スタッフも子育て中のお母さんですので、平日1回、土曜日1回の会は、両方参加、どちらか一方など、その方々の都合によって活

動しております。   

活動日： 毎月平日1回（曜日未定）10時30分～土曜日１回9時30分～ 

ボランティア募集中です！小さなお子様連れ、お友達と一緒になど、

どなたさまもお気軽にご参加いただけます。 

ご興味のある方は、ぜひあそぼーかいに見学にいらしてください。 
E-mail : mama.asobokai@gmail.com 

ボランティア 

募集中！ 
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各部門入賞者 氏名 (在学校名・代表地区

名): 

課題詩部門  1位 Elianna Moore (Johnson 

H.S. San Antonio)、2位 Pamela Interino 

(Johnson H.S. San Antonio)、3位 Catherine 

Day (Richardson H.S. Dallas) 
俳句部門 1位 Phoebe Jin (Richardson H.S. 

Dallas)、2位 Jazminee Valencia (Richardson 

H.S. Dallas)、3位 Richard Ma (Clements 
H.S. Houston) 
高 校 オ ー ロ ラ 部 門  1位 Tori Wendell 

(Churchill H.S. San Antonio)、2位 Annie 

Zhou (Clements H.S. Houston)、3位 Yunseo 
Heo (Creekview H.S. Dallas) 
大学部門 1位 Andrew Klein (The Universi-

ty of North Texas, Dallas)、2位 Daniel 

Trumble (The University of Texas at San 

Antonio, San Antonio)、3位 April Hyeonjin 

Kim (The University of Texas at Austin, 
Austin) 
オ ー プ ン 部 門  1位 Jeremy Rodriguez 

(Kyle)、2位 Mario Depavia (Sugar Land)、3

位 Jefferson Lee (Austin) 
 

特別賞・副賞 : 

ヒューストン日本商工会記念品・JETAA賞： 

課題詩部門 入賞者全員 

テキサス州日本語教師会賞 記念品： 

俳句部門 入賞者全員 

ヒューストン日本人会奨学金 : 

高校オーロラ部門 1位($500) Tori Wendell 

(Churchill H.S. San Antonio)、2位($300) 

Annie Zhou (Clements H.S. Houston)、 3位 

($200) Yunseo Heo (Creekview  H.S. Dallas) 

ヒューストン日米協会オーロラ日本語スピー

チコンテスト全米大会 (5/25/2019) 航空券 : 

高 校 オ ー ロ ラ 部 門  1位 Tori Wendell 

(Churchill H.S. San Antonio)、2位 Annie 
Zhou (Clements H.S. Houston) 
ヒューストン日米協会大学部門奨学金： 

大学部門 1位($1000) Andrew Klein (The 

University of North Texas, Dallas)、2位
($500) Daniel Trumble (The University of 

Texas at San Antonio, San Antonio)、3位
($200) April Hyeonjin Kim (The University 
of Texas at Austin, Austin) 

ANA日本往復航空券：オープン部門 

1位 Jeremy Rodriguez (Kyle)  

  今年で30周年を迎えたテキサス州日本語スピー

チコンテストは3月23日土曜日、ライス大学ハッズ

ペスオーディトリアムに於いて福島秀夫総領事を

お迎えし在ヒューストン日本国総領事館及びヒュー

ストン日米協会の共催により開催されました。各地

区（オースティン、ヒューストン、ダラス、サンアントニ

オ）を代表する地区大会上位入賞者総数36名が

本選に挑戦しました。 

 本大会はスピーチの種目ごと2部に分かれ、第1

部では高校スピーチ全米オーロラ大会出場者選

考部門と俳句部門、そして第2部では、オープン

(一般)部門、課題詩部門、そして大学部門の発表

が行われました。今年の大会は初級レベルの課題

詩部門に中学生の参加もあり、中級から上級レベ

ルの高校・大学そして一般人のスピーチ部門とあ

わせると参加者の年齢層の幅が広くなった大会で

した。スピーチの内容は自分の夢や日本の留学体

験から学んだこと、発見したこと、そして自分の友

だちや家族そして教師について、また笑いに関わ

る人生論等、自分とその周りの状況から得た教訓

や考えをまとめた発表が多くありました。大学部門

の発表では、審査員から満点を得たスピーチもあり

ました。 

 スピーチ能力はどの言語においてもこれからのグ

ローバル時代には欠かせないスキルの一つであ

り、参加者がそのスキルを日本語の発表で発揮し

たことは、日本語学習者として日米両国の社会に

も貢献していることを実感する代えがたい経験とな

りました。 

 今年も各支援団体からの多大なる寄付により30

周年記念大会にふさわしい会場でのコンテストが

実現しました。大会出席者は大会休憩中には日本

のおにぎりを味わい、また審査結果までのイ

ンターミッションでは平成についてのクイズを

通してこの時代の出来事について振り返る

機会に接することができました。30周年を祝

う大会後のレセプションではスピーチコンテ

スト州大会のロゴを象ったケーキを味わいな

がら大会出席者全員が交流できました。大

会主旨でもあるスピーチコンテストを通して

日米文化交流の絆を深める一日となったこ

とに改めて支援団体各位の皆様のお蔭と感

謝に堪えません。 

 大会授賞式は同会場に於いて、ヒュースト

ン 日 本 商 工 会、ヒ ュ ー ス ト ン 日 本 人 会、

ヒューストン日米協会、テキサス州日本語教

 ヒューストン日本商工会は例年寄付による支援を行っています。また30周年の記念大会を

迎えた今年は、小風会長と根本生活情報委員長が審査員として参加しました。 

テキサス州日本語スピーチコンテスト 
第30回 

他団体便り 

師会、全日空(ANA)、JETAA(JETプログラムテキサ

ス同窓会)等、各支援団体代表の方々のご同席のも

と、参加者とその家族・教師全員が受賞式に臨みま

した。各団体代表の方々より各部門入賞者に賞状と

副賞が授与されました。特別賞は課題詩部門の入

賞者全員にヒューストン日本商工会とJETAAから記

念品が、俳句部門の入賞者全員にテキサス州日本

語教師会から記念品が、高校スピーチ全米オーロ

ラ部門入賞者全員にヒューストン日本人会から合わ

せて奨学金1000ドルが、大学スピーチ部門入賞者

全員にヒューストン日米協会から合わせて奨学金

1500ドルが、オープン部門1位入賞者に全日空

(ANA)より日本往復航空券が、其々授与されまし

た。本大会が無事にそして成功裏に終了できたのも

偏に在ヒューストン各団体からのご協力と資金面で

のご支援、ボランティアの皆様のご協力の賜物であ

り、心よりお礼申し上げます。また各団体を代表し審

査員をお引き受け下さった方々のご協力に感謝申

し上げます。今後とも引き続きご支援、ご協力を賜り 

ますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 以下入賞者の方々には今後も継続して日本語と

日本文化を学習し、日米両国の架け橋となり日米文

化の交流と相互理解に尽力されるよう心より祈念い

たします。また入賞された生徒学生のご家族、日本

語教育に携わる教師の方々の日々の努力に感謝

すると共にその努力の成果に心からお喜び申し上

げます。おめでとうございます。  
 

大会HP 
https://www.jas-hou.org/news/2019/3/23/30th-
annual-japanese-language-speech-contest  
 

（文責： 佐藤裕子（ライス大学、ヒューストン日米協

会スピーチコンテスト実行委員会）） 

https://www.jas-hou.org/news/2019/3/23/30th-annual-japanese-language-speech-contest
https://www.jas-hou.org/news/2019/3/23/30th-annual-japanese-language-speech-contest
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第563回テキサス会「総領事杯」を下記日程にて開催致しますので、

皆様奮って ご参加頂けます様お願い申し上げます。 参加資格は商工

会、日本人会会員に限らず、日本人コミュニティー関係者の方はどなた

でもご参加頂けますので、ご家族、ご友人、知人、出張者等ゴルフをな

さ る方の幅広いご参加をお待ちしております。 尚、皆様からのご寄付、

賞品のご提供も宜しくお願い申し上げます。  
 

開催日時 ： 2019年6月2（日） 

        午前8時00分 ショットガンスタート＜小雨決行＞  

開催場所 ： WindRose Golf Club（http://www.windrosegolfclub.com/）  

お問い合わせ／お申込み先：Valqua NGC,  Inc.  吉田  

                                         （wyoshida@valqua-ngc.com） 

CCにてScott高 （sko@valqua-ngc.com）にご送付お願い致します。 

6/2 

 今年も、Jones Creek Ranch Park

でピクニックが開催されます。  

 会場にはバレーボールやバス

ケットボールコートもあり、大人も子

供も楽しめる各種アクティビティを

ご用意しております。さらに、ゲー

ムコーナーやサックレースなどのア

トラクションや豪華景品が当たるラッフル抽選会もご用意する予定で

す。また、パビリオンや木陰でピクニックテーブルを囲んでのBBQを

ゆっくり楽しんでいただけます。 

皆様奮ってご参加下さい。  
 

 開催月日： 2019年5月5日（日）＜雨天決行＞  

 開催場所： Jones Creek Ranch Park  

         （7714 FM 359 Richmond, TX 77406-7724）  

5/5 

 

日時： 2019年4月24日（水）2:00 pm～3:30 pm（質疑応答を含む） 

会場： United Way Community Resource Center オーディトリアム  

     50 Waugh Drive, Houston, TX 77007 

 定員： 65名 

講師： JETROメキシコ事務所 所長 稲葉公彦（いなば・きみひこ）氏 

 

お申込み及びお問合わせ： ヒューストン日本商工会事務局  
    Tel. (281) 493-1512  Email: sansuikai@jbahouston.org  

2018年12月にロペス・オブラドール新大統領が就任したメキシコ。

マーケットの成長性や豊富な労働力を背景として自動車関連企業等多

くの日系企業が進出していますが、新NAFTA（USMCA)協定妥結など

の情勢変化もあり、新政権の政策や今後の経済動向への注目が高

まっています。 

こうした中、4月の定例講演会はJETROメキシコ事務所の稲葉所長を

講師に招き開催します。皆様の奮ってのご参加をお待ちしております。 

4/24 

他団体便り 

講演会「メキシコ新政権の政策と今後の経済動向」 
（主催： ヒューストン日本商工会） 

ピクニック 
（共催： ヒューストン日本商工会・日本人会） 

第563回 テキサス会ゴルフコンペ 

      「総領事杯」 

（共催： ヒューストン日本商工会・日本人会） 

 2月25日、Asia Society Texas 

Centerにて「AIとヘルスケア」を

テーマに、AIがヘルスケア分野

にもたらす可能性などについ

て、産業総合技術研究所の柴

田博士、国立情報学研究所の

武 田 博 士、CRG Medicalの

Dotan社長、Texas A&M 大学

のMortazavi助教授により講演・

パネルディスカッションが行わ

れました。会場には約100名のAI・ヘルスケア関係者などが訪れ、講演終

了後にはAIの将来的な有用性や安全性に関する質問など、多くの質問

が寄せられていました。 

次世代を担うAIに関するお話はどれも非常に興味深いものでしたが、

特に印象深かったものとして、柴田博士が開発に携わったアニマルセラ

ピー用ロボットの「Paro」に関する研究のお話を紹介いたします。 

皆さんの体験として、テレビやSNSなどで動物の映像をみて癒される、

そんな体験をしている方もたくさんいるかと思います。一般的に、人は動

物を見たり触れ合うことによって癒しを与えられ、心の安らぎを得ることが

できると考えられております。ヘルスケア分野においては、動物は心の病

の治療にさえ役立つことがあります。一切笑顔を見せなくなった患者が、

動物と触れ合った瞬間に笑顔になるといった現象が起きます。しかし、病

院や介護施設などではアレルギーや衛生上の問題から本物の動物を治

療に用いることができないがケースが多々あります。 

そこで、柴田博士が開発した「Paro」が登場します。Paroは5つのセン

サーを搭載しており、例えば、光を感知するセンサーにより明暗を判別

し、音のセンサーにより言葉や声の方向を認識するといったことができま

す。また、Paroは人に好かれるよう行動することができます。例えば、ある

行動の結果、人から好かれ撫でられる経験をすれば、より好かれるように

その行動を繰り返します。一方、人から嫌われ叩かれるような経験をすれ

ば、その行動を繰り返さないようにします。AIが可能にしたこれらの機能

によって、Paroは本物の動物に似たセラピー効果を発揮し、心の病の治

療に役立つ存在になったのです。会場にはParoの実物が展示されてお

り、Paroの可愛らしい鳴き声や動きから実際私自身Paroに癒しをもらいま

した。 

講演を通して、Paroが持つアニマルセラピーの効果を実感すると同時

に、ParoはAIが将来ヘルスケア分野を革新する一翼を担う存在としてい

るようにも感じました。ヘルスケアという側

面において、ParoのようなAIを活用した

ロボットが今後次々と現れ、物心共に豊

かな社会になることを期待しています。 

（文責： GAD Global Trainee, Mitsubishi 

Corporation (Americas) 杉江啓太） 

 ～Asia Society主催  

Japan Series Programへの参加を通じて～ 

ヘルスケアにおけるAIの可能性 

mailto:wyoshida@valqua-ngc.com
mailto:sko@valqua-ngc.com


■Apr20 
The Lights Fest™ 
@ Houston Raceway 
(2525 FM 565 Baytown, TX 77523)  

ヒューストンで年に2度開催されているライトフェス

ティバル。参加者各自がランタンに願い事を書き夜

空へ放つと、ヒューストンの夜空が多くのランタンで

埋め尽くされ、とても幻想的でロマンチックな雰囲気

に。  

チケット： $35～  
https://thelightsfest.com/event/houston-2/ 
 

■Apr27-28 
Texas Crawfish & Music Festival 
@Historic Old Town in Spring 
(26303 W Hardy Rd,Spring, TX 77373) 

今年もCrawfish（ザリガニ）の季節が到来、南部なら

ではのCrawfish Festivalが各地で開催中。フェス

ティバルではCrawfishだけでなく、大人はライブ

ミュージック、キッズはPetting Zooと家族で楽しめる

イベントも。Old Springの可愛い街の雰囲気もお勧

め。 

入場料： $12 (13歳以上) 

             $5  (6歳以上12歳以下 、5歳以下無料) 
https://texascrawfishfestival.com/home-2/ 
 

■Apr28 
The Rolling Stones ‘No Filter’ U.S. Stadium Tour 
@NRG Park 
(One Reliant Park NRG Pkwy Houston, TX 77054) 

伝説のイギリスロックバンド、ザ・ローリング・ストーン

ズのヒューストン公演。‘No Filter’ツアーは2017年

ヨーロッパで14公演、2018年英国＋ヨーロッパで14

公演開催され、2019年はアメリカの13公演が予定さ

れている。 

入場料： $47.50～ 
https://www.nrgpark.com/event-calendar/ 
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編  集  後  記 

 強い日射しが戻ってきました。屋外を歩くと、帽子が

欠かせない上に、肌がじりじりと焼けるようです。本誌4

月号の発行とほぼ時を同じくしてジャパンフェスティバ

ルが、翌週にはソフトボール大会が、また5月に入ると

ピクニックが開催されます。何れの行事も晴天に恵ま

れることを期待していますが、御参加の皆様におかれ

ましては、屋外での活動には強い日射しに十分にお

気を付け下さい。 

 さて、日本では4月30日に天皇陛下が退位され、5

月1日に皇太子殿下が新天皇に即位されて新しい元

号となります。昭和から平成になった時、皆様はどの

ように過ごされていて、何を感じられたでしょうか。約

30年も前の出来事とは思えないのは私だけではない

のでは、と思います。新しい元号の「令和」には、人々

が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つという

意味が込められているとされています。ヒューストンで

の仕事において改元は殆ど関係がないかと思います

し、近年は西暦しか利用していない企業も多々あると

聞いていますが、本社を日本に持つ企業の皆様には

「10連休」という日本の休暇がうらやましい限りかと思

います。日本からのメールが来ないこの期間、去り行

く「平成」を振り返りつつ、新元号「令和」の始まりを楽

しまれては如何でしょうか。         （松澤進一） 

発      行 ： ヒューストン日本商工会 

発行責任者 ： 小風 寧 

編集委員長 ： 松澤 進一 

構成 ・ 編集 ： 五十木希実/田村晴香/山村河奈 

印     刷 ：  Sel-Fast Printing Copies &  Laminating   

     （713） 782-2000 

■May4 
Kentucky Derby 
@Sam Houston Race Park  
(7575 N. Sam Houston Parkway West Houston, TX 
77064) 

アメリカの数ある競走の中でも最高峰のイベントとし

て知られる、ケンタッキーダービーが今年も開催さ

れる。ヒューストンでもSam Houston Race Parkでライ

ブ観戦が可能。 野外で競馬場の雰囲気を味わい

ながら観戦出来る。 

入場料： $8 (14歳以上) 

             $5 (13歳以下・62歳以上) 
https://www.shrp.com/events/detail/live-quarter-
horse-racing-47 
 

■May11 
Houston Crawfish, Crab & Grill Festival 
@Humble Civic Center & Arena r 
(8233 Will Clayton Pkwy Humble, TX 77338) 

5月もCrawfishフェスティバルが楽しめる。ライブ

ミュージックはもちろん、様々なフードトラックやキッ

ズゾーンもあり、近場でCrawfishフェスティバルが楽

しめ る。当日 の ラ イブ・キ ッズ ゾ ー ンイベ ント は

Websiteでチェック。 

入場料： $10 (前売り) 、$20 (当日) 
http://hccgfest.com/ 
 

■May17-19 
Pasadena Strawberry Festival 

＠Pasadena Fairgrounds 

(7603 Red Bluff Rd Pasadena, TX 77507) 

世界一大きなイチゴのショートケーキが振舞われる

事で有名なパサデナストロベリーフェスティバルは、

巨大ショートケーキだけでなくBBQ Cook-Off、パ

レード、Car Show等色々なイベントが期間中楽しめ

る。イベントスケジュールをチェックして足を運んで

みては。 

入場料： $12 (13歳以上) $6 (6歳以上12歳以下 ・

65歳以上、5歳以下無料) $30 (ファミリーパス(4)) 
https://strawberryfest.org/ 

By 
Kumiko 

 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編集委員および投稿募集中！ 

問い合わせ先：info@jbahouston.org 

ガルフストリームは、ホームページでも閲覧可能です。 

https://www.jbahoustongulfstream.com/ 
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